
■世界の果てまで 

イッテＱ（き）ました。 

 ミナクルいきいき講座の上記講座、子

どもたちと一緒に知られざる世界の秘

境をスライドで尋ねようという講座で

す。９月は２日と 16 日の土曜日に第５

回、第６回が開催されます。テーマは

「カリマンタン（ボルネオ）島」と「ピース

ボートで世界一周」です。講師は平川先

生と中西先生です（ミナクル通信第 26 号参

照）。南稜地域の４小学校児童と一緒に

楽しみます。参加ご希望の方は直接お

出かけください。 

申込は当日ミナ 

クル玄関でどう 

ぞ。イッテみた 

い気分になりま 

すよ。                  豊橋のまち中から、梅田川を超え南稜地域に入ると、国道 

２５９号線は幅広でまっすぐに進む快適な道路となっている。 

この地域の居住地域に入ることなく、常に多くの人々が行き来している。ミナクルでも様 

々な活動で移動に活用し時間的にも短縮し便利だ。でも普段、何気なく通る道路ゆえ 

に見落とす何かが潜んでいることもある。ミナクル開館３年目、この国道２５９号線を、老 

津から北に向かって走っているとき、少し離れた位置からフッと気がついた。左手道路 

沿いにラクダが座ったような背格好の森、思わずウ～ン。勝手に「ラクダの森」と名付けて 

いる。大崎谷洞稲荷社の森だ。クスや御衣黄桜（と思ったが・・）などの大木の中に朱色 

の鳥居、連なる朱の旗立て竿の奥にシャレた社。手入れもよい。■少し北へ進むとやは 

り左手の人家の奥、田んぼの中に浮かぶように、今度は円形のこんもりとした森がある。 

気になって、やはり大木に囲まれた森、そして鳥居をくぐり足を踏み入れてみると、クスノ 

キの葉っぱでフカフカになった絨毯のような地面を歩くような気分だ。奥には小さいなが 

らも拝殿・弊殿・本殿（？）が鎮座していた。今はあまり使われていないようであるが、パワースポットのようでもあった。名は 

    船渡町荒田の社宮神社だそうだ。何げない風景、よく周りを見ると、結構楽しい財産がある南稜を再認識した。   
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④  

「第 3回 ミナクルまつり」 開催のお知らせ!! 
■開催日：2017（H29）年 11月 19日（日）午前 10時～午後 5時頃まで 

   参加団体募集中!! 

■内容（予定）：自主グループ作品展、恒例「ミナクルショー」、活動アピールシート展示

等。今年は、第 1 回目に開催した「被災地支援物産展・幸福市」を再

度開催する予定です。 

        加えて、雑誌リサイクルフェア、折り紙教室、防災頭巾づくり教室、 

武蔵精密工作教室、館内こどもスタンプラリー等を実施します。 

子どもから高齢者まで楽しめる一日を提供したいとスタッフ一同考えています。 

 

■暑さというより熱さが強く、また中旬は蒸し暑さで大変な夏でしたね。でもトンボが飛びだすといつもと変わらず秋が近

付いてくると不思議に感じるものです。トンボより早く、この暑き夏休みの中、ミナクルにはたくさんの子どもたちが勉強

に訪れました。ミナクルいきいき講座「夏休み限定教室」です。■写真は、子どもたちの奮闘シーン。そしてまた、子ども

たちを教えてくれた愛知大学教職課程専攻のお兄さん、お姉さんの奮闘シーンでもある。若者がさらに年若い子どもを

教える姿、いいもんですね。子どもたちも、学校とはちょっと違った関係での勉強、大学生も久しぶりの小学校の宿題に

過去の自分を思い出したのではないでしょうか。■ミナクルいきいき講座は、この夏休み限定教室だけでなく、開催中

の前期講座、これから企画実施する後期講座（秋・冬編）と続きます。しかしこうした事業は、主事と館長だけの南稜地

区市民館のスタッフだけでできるわけではありません。そこには、この地域のコーディネーター、サポーター（ミナクル通

信 18 号、20 号参照）のご協力があってのことです。ご自分のできる範囲での支援協力により運営されています。こうし

た皆さんは、地域のために、地域の子どもたちのために、ご自分の経験や能力・体力を提供しようという影の応援団で

す。このことは子どもたちを連れてこられるお母さん方やお父さん方にもご理解いただいていると感じています。こうした

人材の循環がうまくいくと素晴らしい南稜になるのではないかと期待しています。次はあなたの番かもしれません。 

 
南南稜稜のの散散歩歩道道  

①  

■「ＮＨＫ朝ドラ」の舞台を豊橋に、 

という誘致活動を知っていますか？ 

 今、豊橋市と東北の福島市では連携してＮＨＫ朝の連続テレビ小説の誘

致を進めています。東京オリンピックが 2020年に開催されますが、その年の

4 月からの放映を目指して誘致をしているのです。「エッ、なんで豊橋が？」

とお思いになるでしょう！ 昭和 39年に日本で最初に開催された東京オリン

ピックでの行進曲「オリンピックマーチ」は、少しご年配の方なら「ああ、あの

曲ね！」と思い出しますよね。そう、なんとなく身体が動いてしまうあの曲で

す。この曲、福島市出身の古関裕而さんの作曲です。古関さんは甲子園で

流れる全国高校野球選手権大会歌や阪神タイガースや巨人ジャイアンツの

歌、少し変わってあの「モスラの歌」等多数を作曲しています。 

実は、古関さんの奥さんが豊橋市出身でオペラ歌手を目指していた“金子

（きんこ）さん”なのです。そこで、2 都市連携での誘致活動となったのです。

ぜひ豊橋で撮影していただきたいですね。現在、誘致のための署名活動を

実施中です。それぞれの自治会や校区社教委員会等での署名活動にご協

力いただきたいと思います。なお、ミナクル玄関にも署名用紙がありますの

でご利用ください。7月末時点で、福島市 71,000名、豊橋市 48,500名とい

うことですが、目標は両市とも 100,000名だそうです。 

ミナクルご利

用団体のご協

力が重要です 

ラクダの森 

田に浮く森 



産後のセルフケアのための簡単な体操など、 

楽しく子育てができるようにあなたの心とカラダを整えます。 

  第１回 産後のヘルスケア・ココロのメンテナンス 

  第２回 ベビーケア 抱っこ＆ねんね 

  第３回 ベビーケア 運ぶ＆遊ぶ 

  第４回 育児グッズについて 

  第５回 産後のヘルスケア・カラダのメンテナンス 

◆日程：９月２６日、１０月３・10・17・24日の５日間、全て火曜日で時間も午前１０時～１１時３０分 

 ◆対象：９月２６日時点の６カ月未満児とその親。定員は２０組です。 

 ◆受講料は無料ですが、材料費が５００円必要です。なお、託児はありませんのでご了承ください。 

 ◆講師：助産師の鈴木佐和子さん。        ■会場は、もちろん ミナクル。第１・第２和室です。 

                              ところ：ミナクル大清水図書館 児童図書コーナー 

絵本『山びこくん』のパネル展示  とき：９月５日（火）～１２月２８日（木） 
 豊橋市出身の絵本作家たかはしゆうじさんの『山びこくん 

』は、第 10回えほん大賞（文芸社出版文化振興基金主催） 

で大賞を受賞しました。文芸社よりいただいたパネルを展示 

しますので、是非ご覧ください。絵本は貸出しできます。 

 皆さんは、豊橋市や東三河にゆかりのある小説家の方を 

どのくらいご存知ですか? 例えば、敬称略で豊橋ふるさと 

大使で「ぼくらの七日間戦争」の宗田理、豊橋市生まれの 

池永陽、愛知大学文学部豊橋校舎卒業の酒見賢一、豊橋 

技術科学大学卒業の乙一。蒲郡市出身で時習館高校卒 

業の直木賞作家宮城谷昌光。蒲郡市生まれの平野啓一郎 

と名前が挙がります。 

豊橋にゆかりのある方の書物は、小説家以外のものも含 

め図書館にたくさんあります。本のリストに加えてみてはい 

かがでしょうか。 

鈴木 明子／著  『プロのフィギュア観戦術  

選手たちの心理戦から演技の舞台裏まで』 

フィギュアスケートのシーズンがやって 

きました。今年の全日本フィギュアスケ 

ート選手権は、平昌オリンピック日本代 

表の最終選考会ということもあり楽しみ 

にしている方も多いと思います。今回ご 

紹介する『プロのフィギュア観戦術』は、 

豊橋市出身の元フィギュアスケート選 

手で、現在は解説者・振付師として活躍中の鈴木明子さ

んによって書かれた１冊です。プログラムはどのように作

りあげられ、どこを審査されるのか、あの選手の強みと弱

みは…？この本を読み、観戦をするとよりいっそう楽しめ

るのではないでしょうか。 

 

◆他の市町村から豊橋に引っ越してくることを 

転入（てんにゅう）と言います。転入してから 14日以内に住民異動届を出してください。 

転入あるある話 

Ｂさん  「今日、名古屋から豊橋の実家に戻ってきたので、住民票がほしいのですが・・・。」 

職 員  「では、転出証明書はお持ちでしょうか？」 

Ｂさん  「転出証明書？何も持ってないけれど・・・。」 

職 員  「前の市町村で転出の手続きをしてきましたか？」 

Ｂさん   「えっ？何もせずに来てしまいました・・・。」 

職 員  「そうですか。それでは転出証明書を名古屋へ取りに行くか、郵送で取り寄せていただいて、 

またお越しください。」 

Ｂさん  「わかりました・・・。」 

窓口センターコーナー 

  

 

 

 

  おお 

30 土 ヨガサークル美々  家庭教育セミナー プログラミング教室 プログラミング教室 

日 曜 午  前 （９時～） 午  後 （１時～） 夜  間 （５時～） 

1 金 オカリナライリシュ リフレッシュ体操 ヨムイク 手まり教室 ポニー シニアネットパソコン   

2 土 

ヨガサークル美々 アロマテラピー 美楽会 盆栽クラブ バイブルスタディ 高齢者詩吟  おはなしのへや 

ボランティアグループふれあい 世界の果てまで行ってきました 

 

3 日 空手道育成会     

4 月   

5 火 ヨガアムリタ  寿楽会 ヨガサークル美々 

6 水 ラテンズンバヨガ  子連れダンス ZUMBA   バレトンサークル  ヨガサントーシャ 

7 木 ハーモニーグリーン さくら草 バレエエクササイズ  ヨガトゥーラ リフレッシュ体操 

8 金 水彩画ひかり リフレッシュ体操 ポニー 郡上踊りを楽しむ会 

9 土 ヨガサークル美々  高齢者詩吟 美楽会 ネオシャルム ＣＲＡＣＨ ネオシャルム 

10 日 スペイン語教室 空手道育成会 豊橋女声コーラス ＣＲＡＣＨ 

11 月   

12 火 ヨガアムリタ お茶の会 のぞみの会   ヨガサークル美々 

13 水 ラテンズンバヨガ 笑いヨガ 着物日和 南稜絵手紙 バレトンサークル  ヨガサントーシャ 

14 木 ハーモニーグリーン 和紙ちぎり絵 さくら草 ヨガトゥーラ 

15 金 

アロマ子育てサークル オカリナライリ シュ  

リフレッシュ体操 

手まり教室 ポニー シニアネットパソコン   

16 土 ヨガ美々 読み人倶楽部  高齢者詩吟 バイブルスタディー  世界の果てまで行ってきました  外国のおはなし 豊橋スポーツ推進委員会 

17 日 空手道育成会     

18 月   

19 火 

ヨガアムリタ  おはなしろうそくの会  

豊橋鉄道労働組合 

おはなしろうそくの会 寿楽会 大清水育児サークル ヨガサークル美々 

20 水 美楽会  ラテンズンバヨガ  子連れ ZUMBA  ミナクル赤ちゃん 大清水育児サークル バレトンサークル  ヨガサントーシャ 

21 木 愛唱会  バレエエクササイズ  さくら草 アロマ会  アロマ会 ヨガトゥーラ 

22 金 水彩画ひかり リフレッシュ体操 ポニー 合同補導会議 郡上踊りを楽しむ会 

23 土 ママサークル 高齢者詩吟  美楽会 おはなしのへや   

24 日 スペイン語教室  空手道育成会     

25 月   

26 火 幼児ふれあい教室  お茶の会   ヨガサークル美々 

27 水 ラテンズンバヨガ 笑いヨガ 着物日和  バレトンサークル  ヨガサントーシャ 

28 木 ハーモニーグリーン さくら草 南稜絵手紙  ヨガトゥーラ 

29 金 オカリナライリシュ リフレッシュ体操 ポニー 家庭教育セミナー 

図書館コーナー 
 
司 書 が 

贈 る 

今月の 1冊 

幼児ふれあい教室 

助産師が伝える赤ちゃん子育て 

窓口センターは、土曜日・日曜日・祝日はお休みです 

窓口でこのようなやり取りをすることがよくあ

ります。 前の市町村での転出（てんしゅつ）

の手続きをお忘れなく！ 

編集後記：8 月は子どもたちで賑やかなミナクルでありました。図書館も多くの親子に利用していただき楽しんでいただけた

と思います。9 月になると今号でも紹介しましたが「第 3 回ミナクルまつり」の準備で忙しくなります。また、夏休み明けは子ど

もたちの心も少し変化していくようです。皆さんも温かく見守りましょう。◆読書の秋到来。図書館コーナーでは豊橋ゆかりの

作家の紹介がありましたが、その作家の小説や作品の紹介も今後、今月の 1冊で紹介されると思います。ご期待ください。 

グループ名は簡略化している場合があります 平成２９年 9 月予定   8月 20日現在 

市ホームページより申し込んでください。 

http://www.city.toyohashi.lg.jp/18354.htm 

主催・問合せは、市こども未来政策課（51-2325） 

② ③ 


